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磐田市告示第２６２号 

 平成３０年５月２５日 

磐田市在宅医療介護連携推進協議会要綱 

（設置） 

第１条 磐田市は、市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域をつ

くることを目的に、在宅医療及び介護に携わる関係者が円滑な連携を図るために必要な事

項を協議するため、磐田市在宅医療介護連携推進協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 在宅医療及び介護の連携に係る現状把握、課題抽出及び解決策に関すること。 

(２) 在宅医療及び介護サービスの提供体制に関すること。 

(３) 在宅医療及び介護関係者並びに市民への意識啓発に関すること。 

(４) その他市長が在宅医療及び介護の連携の推進について必要と認める事項に関する

こと。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 医療関係団体の者 

(２) 介護関係団体の者 

(３) 学識経験を有する者 

(４) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任することを妨げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 



（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが

できる。 

（部会） 

第６条 第２条各号に規定する所掌事務について、必要な調査、検討及び資料の作成等を

行うため、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（告示施行後最初に行われる協議会の会議の招集） 

２ この告示の施行後最初に行われる協議会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集する。 



磐田市在宅医療介護連携推進協議会

医療・介護連携に係る課題抽出及び解決策検討部会設置運営要領

 （趣旨）

第１条 この要領は、磐田市在宅医療介護連携推進協会要綱（平成 27年３月
26日 磐田市告示第 33号。以下「要綱」という。）第６条第２項の規定に

 基づき、磐田市在宅介護連携推進協議会 医療・介護連携に係る課題抽出及

び解決策検討部会（以下「部会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定める。

 （検討事項）

第２条 部会は次に掲げる事項について検討する。

(1)  在宅医療と救急医療及び介護の連携に係る課題の抽出と解決策に関す
ること。

 （組織）

第３条 部会に部会長を置き、要綱第４条に規定する会長が指名する。

２ 部会員は、次に掲げる者のうちから、部会長が指名する。

(1)  医療関係の団体の者
(2)  介護関係の団体の者
(3)  救急関係の団体の者
(4)  学識を有する者
(5)  その他市長が必要と認める者

 （会議）

第４条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

２ 部会での、円滑な議論を図るため、必要があるときは、世話人会で事前調

整を行う。

３ 部会長は、部会において検討された事項を、協議会に報告しなければなら

ない。

 （その他）

第５条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が

別に定める。

  附 則

 この要領は、平成 30年 5.月 25日から施行する。



磐田市在宅医療介護連携相談窓口 平成 29年度実績

磐田市窓口の目的

 平成 28年 4月から、磐田市役所健康福祉部内に相談窓口を設置し、在宅医療・
介護等を担う専門職が、日ごろの業務でどのようなことで困っているのか、ど

のような問題を抱えているのかを把握し、磐田市として、在宅医療・介護連携

の体制づくりなどの施策につなげることを目的とする。

対象者

 医療・介護関係者

設置場所

 磐田市健康福祉部健康増進課

件数

Ｈ29年度 20件

相談者内訳（延件数）

訪問看護師 7件
地域包括支援センター職員 6件
病院看護師 3件
ケアマネジャー 3件
開業医 1件
計 20件

相談内容

対応に関すること 9件
連携に関すること 8件
その他 3件
※詳細別紙
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磐田市在宅医療介護連携支援相談窓口　相談内容（平成29年度）

Ｎｏ． 内容 相談者職種 対応

1 ケアマネとの看護サマリーのやりとりについて、取決めをしたい。 病院看護師 介護保険室に情報提供

2 対応しているケースのことについて、包括としての対応がこれでよかったのかどうか相談したい。 包括職員 話を聞き、アドバイス

3
糖尿病あり医院に通院していたが、1年以上通院しておらず中断。
弱ってきているため、通院が大変で近くの医院に受診したいが、どこかあるか。

包括職員 糖尿病専門医をお知らせ

4
磐田市立総合病院退院支援の看護師から依頼されたケースについて、高齢者福祉サービスを
病院で紹介され包括に来所したが、対象のものはなかった。

包括職員
高齢福祉Ｇ担当とパンフ
レットや対応について確
認。

5 訪問看護師の対応について 病院看護師
話を聞く。訪問看護師に確
認。

6 磐田市立総合病院から退院したケースの転院先の調整の際の説明について。 包括職員 話を聞く。

7 ケースの治療に関する主治医の方針と家族の経済状態について ケアマネジャー
病院外来担当と話をするよ
うに助言

8 ケアマネの仕事の範囲について ケアマネジャー 助言

9 回復期病院からの相談ケースについて（相談員の理解不足） 包括職員 話を聞く。

10 クリニックとの連携について 訪問看護師 話を聞く。

11 磐田市立総合病院の看護師について 訪問看護師 話を聞き、病院に報告

12 磐田市立総合病院の入退院支援について 訪問看護師 話を聞き、病院に報告

13 磐田市立総合病院の医師と入退院管理室看護師の対応について 訪問看護師 話を聞き、病院に報告

14 磐田市立総合病院の看護師の対応について 有料老人ホームケアマネ 話を聞き、病院に報告

15 磐田市立総合病院の看護師の訪問について 訪問看護師 話を聞き、病院に報告

16 ケアマネジャーとの連携について 訪問看護師 介護保険室に情報提供

17 磐田市立総合病院の入退院管理室看護師の対応について 訪問看護師 話を聞き、病院に報告

18 脳脊髄液減少症患者の交流会のようなものはないか 包括職員 話を聞く。

19 本人、身寄りがなく内縁の妻しかいない。介護保険料の滞納額は教えてもらえないと思うが… 回復期相談員 介護保険室につなぐ

20 在宅医療に興味を持っている。話を聞きたい。 開業医 訪問し、状況説明。
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補助があるって知ってる？

静岡県在宅・介護連携情報システム「シズケア＊かけはし」は、
医療や介護事業所の情報などが取得でき、多職種同士が連携す
ることで、質の高いチームケアにつなげることができます。

どんな補助なの？

①「シズケア＊かけはし」の登録料に補助し
ます

②補助金は、登録に要した費用の２分の１
以内で上限６千円です

③１事業所に対し、１年度につき１回
補助します

「シズケア＊かけはし」に登録すると市から補助金がでます！

どうすれば補助金がもらえるの？

①交付申請書等を市の健康増進課又は
市ホームページから取得します

②健康増進課に交付申請書等を提出し
ます

お問合せ 磐田市健康増進課：0538-37-2011
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27 28 29 30 31 32

43 90 120 150 180

340 360 380 400

900 950 950 1,000 1,000 1,000

200 250 300



作成：健康福祉部広報戦略プロジェクト

読み仮名

赤訪 あかほう 赤ちゃん訪問 主に生後2か月頃までに、赤ちゃんやお母さんの状況を確認・支援を行う

あはき あはき あん摩・鍼灸

いき百 いきひゃく いきいき百歳体操 健康づくりのために、老若男女問わず行える筋力アップ体操

Ｄｒ. いし 医師 他にもＰＴ（理学療法士）OT（作業療法士）等がある

一相 いちそう 一般健康相談 ｉプラザで栄養士が予約で行う一般的な相談

16・1.6歳 いちろく １歳６ヶ月児健診 幼児の健康診断（会場はｉプラザ・豊岡）

磐田ＨＰ いわたびょういん 磐田市立総合病院

運協 うんきょう 国民健康保険事業の運営に関する協議会

A１ｃ えーわんしー ヘモグロビンエーワンシー（HbA1c） 糖尿病の指標（血液検査項目）*磐田市は糖尿病多い

ＳＴ えすてぃー 言語聴覚士

ＭＳＷ えむえすだぶりゅー メディカルソーシャルワーカー

LDL等（検査項目） えるでぃーえる 悪玉コレステロール 健康診断（特定健診）の血液検査項目　他にもHDL（善玉コレステロール）、GOT（肝臓の酵素）などがある

ＯＴ おーてぃー 作業療法士

お出相 おでそう おでかけ相談 子育て支援センターなどに専門職（栄養士、歯科衛生士、心理士等）が相談業務で巡回すること

家裁 かさい 家庭裁判所 成年後見の申立をする場所。調停、裁判も行う。

過新分 かしんぶん 過年度新規分 遡及して国保の被保険者となった者などの過年度分の国保税

かみ百 かみひゃく かみかみ百歳体操

仮徴 かりちょう 仮徴収 特別徴収（年金引き）の内の4月・6月・8月の徴収。保険税の決定前に仮に税額を設定すること。

Ｎｓ. かんごし 看護師 他にもＰＴ（理学療法士）OT（作業療法士）等がある

看多機 かんたき 看護小規模多機能型居宅介護 利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けることができる

擬主 ぎしゅ（ぎぬし） 擬制世帯主 世帯内に国保の被保険者がいる国保の被保険者でない世帯主

キッチン きっちん 磐田食育キッチン 市民の食育活動を進めるため、保育園等で食育ボランティアとして活動している団体

旧被扶 きゅうひふ 旧被扶養者 職場の健康保険などから後期高齢者医療制度へ移行する人の被扶養者であった65歳以上の者

給報 きゅうほう 給与支払報告書 前年1月1日から12月31日までの間、給与を支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類

居宅 きょたく 居宅介護支援事業所 ケアマネジャーを配置しているサービス事業所

業務用語の名称

あ
～

お

か

業務用語の内容

略語・言い換え一覧（行政職員編）

業務用語の略語等
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読み仮名
業務用語の名称 業務用語の内容

業務用語の略語等

居宅の届出 きょたくのとどけで 居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 居宅サービス計画の作成を依頼する事業所の届出書

ケアマネ・CM けあまね ケアマネジャー（介護支援専門員） 介護サービスの相談窓口となってくれる介護の専門家

減額認定証 げんがくにんていしょう 限度額適用・標準負担額減額認定証 医療機関の窓口で支払う一部負担金や入院時食事代等の一部（高額療養費相当額）を、受診した医療機関が保険者に直接請求する（高額療養費の現物給付化）非課税世帯

健推協 けんすいきょう 健康づくり推進協議会 市民の健康づくりの推進に関する事項を調査審議する

限度額認定証 げんどがくにんていしょう 限度額適用認定証 医療機関の窓口で支払う一部負担金の一部（高額療養費相当額）を、受診した医療機関が保険者に直接請求する（高額療養費の現物給付化）現役並み所得者

高額 こうがく 高額療養費 医療費の自己負担が一定額を超えた場合、保険から払い戻して支給される超過分

高額介護 こうがくかいご 高額医療・高額介護合算制度 介護保険受給者がいる高額医療対象世帯に対する保険給付

後期 こうき 後期高齢者医療健診 75歳以上の方を対象に、生活習慣病の早期発見・介護予防のため行う

口振 こうふり 口座振替 口座登録をして保険料等の振替を行うこと。

国保 こくほ 国民健康保険

国保税 こくほぜい 国民健康保険税 国民健康保険を行う市町村が、 国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金

国保連 こくほれん 国民健康保険団体連合会

個別 こべつ 個別健診（開業医） 市で行っている特定健康診査の受診方法の内の1つ。市内協力医療機関で行う健診

サ高住 さこうじゅ サービス付高齢者向け住宅 高齢者向けバリアフリー構造の住宅で、食事、介護、健康管理などサービスを提供する。

ＤＨ しかえいせいし 歯科衛生士

資格 しかく 被保険者資格証明書

市申 ししん 市民税申告 市民税の申告

執停 しってい 滞納処分の停止（執行停止） 保険料の滞納処分の停止

者 しゃ 障害者 障害がある18歳以上の者であって都道府県知事から障害者手帳の交付を受けたもの。

社協 しゃきょう 磐田市社会福祉協議会 社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図る目的で設置された社会福祉法人

社福 しゃふく 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

社福士 しゃふくし 社会福祉士 国家資格。専門的知識及び技術をもって、福祉に関する相談に応ずる。

社保加 しゃほか 社会保険加入

社保離 しゃほり 社会保険離脱 職場の健康保険をやめ国保に加入すること。

就A しゅうえー 就労継続支援A型 （雇用型）通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練。

住基 じゅうき 住民基本台帳 市町村が、住民全体の住民票を世帯ごとに編成して作成した台帳

重心 じゅうしん 重度障害者（児）医療費助成金 医療費の一部負担金を県と市で助成する制度
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読み仮名
業務用語の名称 業務用語の内容

業務用語の略語等

重心 じゅうしん 重度心身障害者（児） 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態にある子ども。

柔整師 じゅうせいし じゅうどうせいふくし

柔整療養費 じゅうせいりょうようひ 柔道整復師の施術の療養費

集団 しゅうだん 集団バス健診 市で行っている特定健康診査の受診方法の内の1つ。バスにて特定健診・がん健診を行う

住特 じゅうとく 住所地特例 高齢者や障害者が住所地以外の市区町村（都道府県）にある介護保険施設等に入る場合、それまで住んでいた市区町村が引き続き保険者として費用を負担するという社会保険制度の特例措置

就B しゅうびー 就労継続支援B型 （非雇用型）通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練。

主マネ しゅにんけあまねじゃー 主任介護支援専門員

障児 しょうじ 障害児福祉手当 満２０未満の障害を有する方に対し手当を支給。

小多機 しょうたき 小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けることができる

ショート しょーと 短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けることができる

ショート しょーと 短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護。機能訓練を受けることができる

食推 しょくすい 磐田市健康づくり食生活推進協議会 Ｈ27に「いわた食育キッチン」へ名称変更。市民の健康づくりの推進を図るボランティア団体

すく７ すくなな すくすく７ヶ月 7ヶ月児の離乳食や歯のお話　4会場で実施

済通 ずみつう 納入済通知書 保険料の納入済通知書（領収書とセット）

精神手帳 せいしんてちょう 精神障害者保健福祉手帳 精神障害のある方が自立し、社会参加を行えるよう交付される手帳。

生保 せいほ 生活保護

セラピスト せらぴすと ＰＴ・ＯＴ・ＳＴなどリハビリ専門職

相代 そうだい 相続人代表者 相続手続きを代表して行う人

滞繰 たいくり 滞納繰越 税金が定められた期限までに納められずに翌年度以降に繰り越されること

短期 たんき 短期被保険者証 有効期限が６ヶ月（通常1年）の保険証

地域密着 ちいきみっちゃく 地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模な通所介護施設。食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられる。

地区社協 ちくしゃきょう 地区社会福祉協議会

地区巡 ちくじゅん 地区の巡回バス検診 市で行っているがん検診の受診方法の内の1つ。地区にバスが出向き肺･大腸検診を行う

調交 ちょうこう 調整交付金 国（県）からの補助金

通リハ つうりは 通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練を受けることができる

特児 とくじ 特別児童扶養手当 満２０未満の障害を有する方（同程度）の介護者（親）に対し手当を支給。

特障 とくしょう 特別障害者手当 満２０歳以上の障害を有する方（同程度）に対し手当を支給。
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読み仮名
業務用語の名称 業務用語の内容

業務用語の略語等

特徴 とくちょう 特別徴収 保険料の特別徴収（年金天引き）/保険料や税の徴収方法。特別徴収（年金天引き。市民税の場合は給与天引きの場合もある。）

特定 とくてい 特定健康診査 40歳～74歳のすべての被保険者、被扶養者を対象に行われる。メタボ健診ともいう

特養 とくよう 特別養護老人ホーム つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられる。

ﾄﾞｯｸ どっく 国保一日人間ﾄﾞｯｸ助成事業 国民健康保険に加入しており、契約医療機関にて人間ドックを行う

日具 にちぐ 日常生活用具 障害児者に対し用具を給付する制度。

任継 にんけい 任意継続 被用者保険を2年間継続できる制度

納通 のうつう 納税通知書 年間国税額のお知らせ通知

歯 は 歯と歯肉の健診 年度末40.50.6070歳が対象。むし歯、歯周病等の検査を無料で実施

ＰＴ ぴーてぃー 理学療法士

ＢＰ びーぴー ベビープログラム（親子の絆づくり） 初めての赤ちゃんを育てている母親のための仲間・絆・学びのプログラム。

非自発 ひじはつ 非自発的失業 会社の倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされた者

被保証 ひほしょう 介護保険被保険者証 介護保険のサービス利用時に必要な証。

被保番 ひほばん 被保険者証番号 被保険者証に付番された番号

普徴 ふちょう 普通徴収 保険料の普通徴収（納付書、口座振替）/保険料や税の徴収方法。普通徴収（納付書、口座振替払い。）

普徴 ふちょう 普通徴収 納付書や口座振替により国保税を徴収する方法

包括 ほうかつ 磐田市地域包括支援センター 高齢者が地域で生活できるよう支援する拠点。高齢者等の総合相談窓口。市内に7箇所設置

訪看 ほうかん 訪問看護 看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供。自立への援助や療養生活を支援

訪リハ ほうりは 訪問リハビリテーション リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けることができる

ＰＨＮ ほけんし 保健師 市民の健康づくりを推進する役割

まち保・まちほ まちほ まちの保健室 交流センターを中心に多世代が集い、健康への関心を高める場

マル退 まるたい 退職被保険者

マル長 まるちょう 特定疾病療養受領証 厚生労働大臣が指定した特定の長期高額疾病の治療を受ける場合に自己負担を軽減する事ができる受領証。

民児協 みんじきょう 磐田市民生委員児童委員協議会

ライサポ らいさぽ ライフサポート事業 社会福祉法人がその使命を果たすべく、自らが立ち上がり、要支援者に対する総合的な生活相談支援を行なう。

ライサポ らいさぽ ライフサポート事業 障害者やその家族に対し必要に応じた生活支援サービスを提供する事業

リハ りは リハビリ

老健 ろうけん 介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設。医学的な管理のもと、介護や看護、リハビリが受けられる。
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